
salon list 大きく広がるソシエ・ワールドの店舗ネットワーク。アクセスの良さはもちろん、
華やかなロケーション、ハイクオリティなサロン空間とサービスをお届けいたします。

エステティックサロン ソシエ

〈 東京 〉
銀座コア5階
小田急新宿店別館ハルク7階
ルミネ池袋10階
アトレ大井町5階
メルサ自由が丘＜Part2＞3階
伊勢丹立川店6階
町田東急ツインズ ウエスト6階
ココリア多摩センター6階
セレオ八王子北館8階

銀座コア店
小田急ハルク店
ルミネ池袋店
アトレ大井町店
自由が丘店
伊勢丹立川店
町田東急ツインズ店
ココリア多摩センター店
セレオ八王子店

03-3569-1136
03-3340-1833
03-5954-1061
03-5709-7351
03-5701-0136
042-526-9700
042-728-8338
042-339-2430
042-626-7071

〈 神奈川 〉
横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階
キュービックプラザ新横浜7階
アトレ川崎8階
京急百貨店上大岡10階
小田急新百合ヶ丘エルミロード6階
小田急相模大野ステーションスクエアB館7階
小田急本厚木ミロード2 7階
ラスカ平塚6階

横浜店
新横浜店
アトレ川崎店
上大岡店
新百合ヶ丘店
相模大野店
本厚木店
平塚店

045-465-2091
045-475-2531
044-211-8616
045-848-1136
044-965-3170
042-767-1373
046-230-7045
0463-21-5880

〈 その他関東・甲信越 〉
京成百貨店8階
東武宇都宮百貨店9階
高崎髙島屋3階
そごう大宮店13階
まるひろ川越店アネックスA館地下1階
アトレ浦和West Area 4階
西武所沢S.C.7階
そごう千葉店3階
セレオ甲府5階
新潟伊勢丹7階

水戸店
東武宇都宮店
高崎髙島屋店
そごう大宮店
まるひろ川越店 アネックスA館
アトレ浦和店
西武所沢店
そごう千葉店
セレオ甲府店
新潟伊勢丹店

029-302-5036
028-639-4136
027-330-4136
048-645-4857
049-227-7036
048-767-4846
04-2924-9564
043-245-4136
055-235-1341
025-240-4136

〈 北海道・東北 〉
JRタワーホテル日航札幌22階
西武秋田2階
ホテルメトロポリタン仙台6階

JRタワーホテル日航札幌店
西武秋田店
ホテルメトロポリタン仙台店

011-207-1136
018-834-1136
022-265-4136

静岡伊勢丹本館7階
遠鉄百貨店新館7階
T-FACE B館7階
星ヶ丘三越4階
岐阜髙島屋11階

〈 東海 〉
静岡伊勢丹店
遠鉄浜松店
豊田店
星ヶ丘三越店
岐阜髙島屋店

054-266-4136
053-488-4136
0565-34-5765
052-734-4136
058-262-1580

ヒルトンプラザ イースト8階
ハービスPLAZA ENT 6階
天王寺ミオ本館9階
近鉄百貨店奈良店6階
近鉄百貨店橿原店6階
神戸旧居留地25番館3階
山陽百貨店西館3階

〈 関西 〉
ヒルトンプラザ店
ハービスPLAZA ENT店
天王寺ミオ店
近鉄奈良店
近鉄橿原店
神戸旧居留地店
山陽姫路店

06-6344-1136
06-6454-4136
06-6776-1136
0742-36-3444
0744-25-5122
078-334-4136
079-284-6411

〈 中国・四国 〉
岡山髙島屋4階
福屋広島駅前店9階

岡山髙島屋店
福屋広島駅前店

086-223-6226
082-568-3911

〈 九州・沖縄 〉
岩田屋本店新館8階
井筒屋小倉店本館9階

福岡岩田屋店
小倉井筒屋店

092-726-6010
093-533-4136

柏髙島屋ステーションモール店
帝国ホテル大阪店
洛西髙島屋店
京都髙島屋店

柏髙島屋ステーションモール新館12階
帝国ホテル大阪地下1階
洛西髙島屋3階
京都髙島屋6階

エステティックサロン ルグランソシエ
04-7141-4136
06-6357-1080
075-335-1136
075-221-4136

銀座店
新宿タカシマヤ店 
横浜ベイホテル東急店

ヒューリック銀座数寄屋橋ビル5階
新宿タカシマヤ タイムズスクエア12階
横浜ベイホテル東急4階

エステティック&スパ ビューティアベニュー ソシエ
03-5159-4136
03-5361-1136
045-682-1136

ジェイアール
名古屋タカシマヤ店

ジェイアール名古屋タカシマヤ51階
パノラマサロン

エステティックリゾート ソシエ245
052-565-4936

ESTHETIC
お問い合せ・ご予約は 受付時間／午前10時～午後7時0120-44-1136

SPORTS
お問い合せ・ご予約は 受付時間／午前10時～午後7時0120-44-1136

帝国ホテルプラザ店
ホテル椿山荘東京店
シェラトン都ホテル東京店
京都ホテルオークラ店
帝国ホテル大阪店
ハービスPLAZA ENT店
ホテルオークラ神戸店
神戸旧居留地店
ホテルメトロポリタン仙台店
そごう広島店
ホテルオークラ福岡店

帝国ホテルプラザ4階
ホテル椿山荘東京2階
シェラトン都ホテル東京地下1階
京都ホテルオークラ2階
帝国ホテル大阪地下1階
ハービスPLAZA ENT 6階
ホテルオークラ神戸7階
神戸旧居留地25番館3階
ホテルメトロポリタン仙台6階
そごう広島店新館4階
ホテルオークラ福岡地下1階

エステティックサロン ゲラン パリ
03-3507-4136
03-3944-9911
03-3449-4136
075-212-4136
06-6357-4136
06-6343-7215
078-391-7811
078-322-1136
022-221-3341
082-512-7570
092-262-1912

〈 ビューティアベニュー 〉
銀座店
新宿タカシマヤ店 
横浜ベイホテル東急店

ヒューリック銀座数寄屋橋ビル5階
新宿タカシマヤ タイムズスクエア12階
横浜ベイホテル東急4階

03-5159-1140
03-5361-3006
045-682-1132

ビューティスポーツ
横浜店 横浜ベイホテル東急4階 045-682-1137

ビューティ スタジオ ソシエ
アトレ川崎店 アトレ川崎8階 044-211-8606

西武渋谷店 西武渋谷パーキング館地下2階 03-5457-1736

トータルビューティ＆スパ ネクストソシエ

ホテルメトロポリタン仙台店 ホテルメトロポリタン仙台6階 022-212-4881

エステティックサロン タルゴ

ネイル
レジェ・ネイル 横浜店 横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階 045-450-4136

GUERLAIN
お問い合せ・ご予約は 受付時間／午前10時～午後7時0120-64-1136

NAIL



ヘアーサロン ソシエ
錦糸町駅ビル テルミナ4階
柳小路錦町2階
伊勢丹立川店6階
セレオ八王子北館8階
ココリア多摩センター6階
小田急マルシェ鶴川3階
町田東急ツインズ ウエスト6階
小田急新百合ヶ丘エルミロード3階
イトーヨーカドー溝ノ口店2階
小田急マルシェ南林間3階
小田急相模大野ステーションスクエアA館5階
小田急ビナウォーク1番館3階
小田急本厚木ミロード1 3階
京急百貨店上大岡10階
小田急マルシェ湘南台1 3階 
東武宇都宮百貨店6階
アトレ浦和West Area 4階
西武所沢S.C.7階
プラーレ松戸6階
イオンモール船橋3階
セレオ甲府5階
近鉄百貨店生駒店4階
近鉄百貨店橿原店6階
天王寺ミオ本館9階
グリーンプラザべふグリーンモール2階
山陽百貨店1階西別館
岩田屋本店新館8階

錦糸町店
二子玉川店
伊勢丹立川店
セレオ八王子店
ココリア多摩センター店
鶴川店
町田東急ツインズ店
新百合ヶ丘店
溝の口店
南林間店
相模大野店
海老名店
本厚木店
上大岡店
湘南台店
東武宇都宮店
アトレ浦和店
西武所沢店
松戸店
イオンモール船橋店
セレオ甲府店
生駒店
近鉄橿原店
天王寺ミオ店
加古川店
山陽姫路店
福岡岩田屋店

03-3635-4136
03-5797-9736
042-526-9705
042-624-4511
042-373-5841
042-735-8126
042-724-8261
044-965-3070
044-833-5182
046-273-4136
042-767-1250
046-234-5636
046-230-3190
045-848-7365
0466-45-4037
028-635-4136
048-767-4136
04-2926-8792
047-364-4827
047-401-7736
055-224-2683
0743-75-9802
0744-22-0167
06-6775-9880
079-437-0930
079-284-4136
092-726-6121

ヘアー＆スパ グランドソシエ
新横浜店
御影店

キュービックプラザ新横浜7階
御影クラッセ3階

045-478-6136
078-858-6136

ヘアーカッティングガーデン ジャック・モアザン
CURRENT（カレント）表参道3階
新宿タカシマヤ タイムズスクエア12階
そごう横浜店3階
そごう大宮店11階
グランフロント大阪南館5階
近鉄百貨店奈良店6階
いよてつ髙島屋7階

表参道店
新宿タカシマヤ店
横浜店
大宮店
梅田店
近鉄奈良店
松山店

03-6804-5436
03-5361-3373
045-465-2374
048-645-7024
06-6147-4136
0742-36-3447
089-986-3215

ジャック・モアザン パリ ヘアー＆スパ
銀座店
柏髙島屋店

銀座サワモトビル3階
柏髙島屋ステーションモール新館12階

03-6218-4136
04-7142-4136

ソシエ アヴェダ
コクーンシティ さいたま新都心店
まるひろ川越店アネックスA館
ペリエ千葉店

コクーン2 3階
アネックスA館地下1階
ペリエ千葉4階

048-788-1236
049-229-3036
043-215-7136

エステティックサロン

SOGO忠孝店
SOGO敦南店
SOGO天母店
SOGO中壢店
SOGO台中店
SOGO高雄店
BEYOND PLAZA双和店
慶城店
大遠百板橋店
新光三越南西店
BellaVita信義店
新光三越台南新天地店
太平洋百貨屏東店
遠百桃園店
新光三越台中中港店
加賀屋 the spa
新光三越台北信義新天地A4店
SOGO新竹巨城店
高雄漢神巨蛋店

遠東SOGO忠孝店12階
遠東SOGO敦化館5階
遠東SOGO天母店4階
遠東SOGO中壢店10階
廣三SOGO 2階
遠東SOGO高雄店15階
比漾廣場BEYOND PLAZA 3階
台北市慶城街24之1号
板橋大遠百4階
新光三越南西店一館9階
BellaVita 3階
新光三越台南新天地地下1A區
太平洋百貨屏東店2階
桃園遠東百貨10階
新光三越台中中港店8階
日勝生加賀屋5階
新光三越台北信義新天地A4 4階
遠東SOGO新竹巨城店6階
漢神巨蛋購物廣場5階

〈 台湾 〉
02-2773-3121
02-2711-1945
02-2834-8877
03-426-2170
04-2321-8842
07-335-7343
02-8231-5028
02-2712-5288
02-8951-1779
02-2525-2260
02-8786-7388
06-303-1799
08-765-4358
03-335-1987
04-2258-7719
02-2891-5333
02-2723-7599
03-515-3388
07-586-9828

ヘアーサロン

SOGO忠孝店
SOGO敦南店
新光三越台北信義新天地A4店

遠東SOGO忠孝店12階
遠東SOGO敦化館5階
新光三越台北信義新天地A4 4階

〈 台湾 〉
02-2751-1032
02-2711-0511
02-2723-5252

93, rue de Seine, 75006 Parisジャック・モアザン フランス・パリ本店
〈 フランス 〉

01 46 33 51 21

アイビューティサロン

大遠百板橋店 板橋大遠百4階
〈 台湾 〉

02-2959-8338
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ビューティジーンプロフェッショナル

西武渋谷店
丸ビル店
アトレ恵比寿店
二子玉川店
グランデュオ立川店
横浜ジョイナス店
越谷レイクタウン店
ペリエ千葉店
大丸ホワイトアベニュー店
阪急西宮ガーデンズ店
ラシック福岡天神店

西武渋谷店B館地下1階
丸ビル4階
アトレ恵比寿6階
柳小路錦町2階
グランデュオ立川8階
ジョイナス3階
イオンレイクタウンkaze 2階ビブレジーン
ペリエ千葉4階
オー･エム･ホテル日航ビル地下1階
阪急西宮ガーデンズ3階（南モール）
福岡三越地下1階

03-5784-2880
03-5224-5440
03-5793-9097
03-5797-5545
042-540-3005
045-328-1321
048-961-2030
043-307-2671
06-6244-1323
0798-62-6123
092-739-9009

シルエット

丸井錦糸町店
なんばマルイ店
イオンモール京都桂川店
博多マルイ店

丸井錦糸町店2階
なんばマルイ4階
イオンモール京都桂川2階
博多マルイ7階

03-5625-3118
06-6633-5640
075-925-1530
092-433-8471

アトレ大井町5階
アトレ浦和West Area 4階
星ヶ丘三越1階

アイビューティサロン ソシエ

アトレ大井町店
アトレ浦和店
星ヶ丘三越店

03-5709-7782
048-767-4766
052-364-9511

＜お問い合せ先＞

株式会社ソシエ・ワールド
〒151-0053  東京都渋谷区代々木4-33-10 トーシンビル 3階

HAIR
お問い合せ・ご予約は 受付時間／午前10時～午後7時0120-42-4136

EYE BEAUTY

OVERSEAS

お問い合せ・ご予約は 受付時間／午前10時～午後7時0120-44-1136


